




本　省 地方組織

統計部

管理課

統計品質向上室

経営・構造統計課

センサス統計室

生産流通消費統計課

消費統計室

・農林水産業に関する経済面の統計を作成

統計企画管理官

・統計調査の円滑な実施、結果の利活用を促進　

・農林漁業の現状の姿を把握

・農林水産物の生産実態の把握

・6次産業化、農水産物の流通消費の実態を把握

地方農政局統計部※

北海道農政事務所統計部

・統計調査の実施・取りまとめ、地域関係者への　

・統計調査に関する総合調整、総務・経理

・統計調査結果の分析的審査、
   統計作成プロセスの点検・検証

調査結果の分析・提供・説明

中国四国

九州

東海

近畿

北陸

東北

北海道

関東

※地方農政局の所在地：東北（仙台）、北陸（金沢）、
関東（さいたま）、東海（名古屋）、近畿（京都）、
中国四国（岡山）、九州（熊本）

　なお、これとは別に各県庁所在地などに数名から
数十名程度が常駐しています。

農政を支える情報インフラ 国民のための公共財

（令和 3年１月現在）

地方組織

地方農政局統計部※

北海道農政事務所統計部北海道農政事務所統計部

・統計調査の実施・取りまとめ、地域関係者への　
調査結果の分析・提供・説明

　公表された調査結果は、日
本の農林水産業を取り巻く情
勢を捉えるための “ものさし” 
となっており、

1. 国民が農林水産業を捉える
   指標として
2. 学術的な研究データとして

使われています。

　より効果の高い政策を行うために
は、農林水産業を取り巻く変化を正
確に反映したデータが必要です。
　統計部では、

1. 国の財政支出の算定根拠
2. 需給安定対策等の施策の
　発動基準
3. 政策目標の設定・評価

に必要な調査を実施し、農政を支え
る情報インフラを整備しています。

農林水産統計
2つのミッション

農林水産省統計部の使命 組織紹介
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統計調査のしくみ

●統計部では、農業経営統計調査、作物統計調査、農林業センサス等公的統計の中核となる       特に重要な統計調査（基幹統計調査）を7調査実施しているほか、6次産業化総合調査などの一般統計調査を実施しています。
●農林水産統計は「調査の①検討、②設計、③実施・取りまとめ、④公表」の行程に沿って作       成しています。
●本省は全ての行程を統括、地方農政局では③実施・取りまとめを担当しています。

調査員

政策部局

国 民

総務省

政策部局

農政を支える「情報インフラ」

国民のための「公共財」

□ 調査対象
□ 調査票
□ 時期
□ 標本数
□ 調査方法
□ 点検・評価
□ 予算

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

□ 面接、郵送等
□ 審査・集計
✓
✓

□ 広報、普及
□ 速報と確報
✓
✓

Point

　省内のユーザーである政策立案部局からニーズ
を把握し、実施の必要性を検討します。

　公表された調査結果は、日本の農林水産業を取り巻く
情勢を捉えるための “ものさし” となっており、政策決定
のみならず、国民が農林水産業の「今」を知る指標として、
また、学術的な研究にも使われています。

　取りまとめた調査結果は、ホームページや各種刊行物
などで公表され、メディアに掲載されるなど広く活用さ
れます。

　調査票を使用し、面接、郵送などにより調査を行います。一部
調査では一般の方を調査員として雇用し、調査を実施しています。
　調査票の審査が終わった後、一定の方法に基づいて迅速かつ正
確に集計作業を実施し、総数や平均値などの調査結果を審査して
取りまとめます。

　調査の目的に応じて効率性を考えながら、調査対
象、調査事項（調査票）、調査時期、標本数、調査方
法など設計を行い、統計品質の点検・評価、必要な
予算の確保、統計法を所管する総務省への申請を行
います。

公表利活用

検討

設　計

実施・
取りまとめ21
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農業経営統計調査

　農家の収入、支出などを明らかにする「営農類型別経営統計」と、農畜産物の生産コスト
を明らかにする「農畜産物生産費統計」の２大体系で実施しています。

【農業経営統計調査の体系】

農業経営統計調査

営農類型別経営統計

農畜産物生産費統計

水田作、畑作、野菜作、酪農、肉用牛など 13営農類型別に
農業経営の実態を把握

農業経営体における農畜産物（米、麦、大豆、牛乳、肉用牛
など）の生産費（コスト）の実態を把握
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　施策や調査環境の変化に対応しているか調査内容を点検し、ニーズに対
応した調査となるよう常に見直しを行っています。1

検討

　取りまとめたデータは、調査結果の分析を行い、国民視点に立った分か
りやすいものとなるよう、解説を加えて公表しています。
　また、平成 28 年営農類型別経営統計から全国平均に加え大規模層の数値
についても解説を加えるなど、政策等に対応して随時公表資料の改善を図っ
ています。

4
公表

こんな所で使われています…
▶「営農類型別経営統計」は、各種農業施策の企画立案や施策評価等に活用
されています。
▶「農畜産物生産費統計」は、「経営所得安定対策」などの交付金算定等に
活用されています。

5
利活用

　本調査は５年ごとに実施される農林業センサス等を母集団とした標本（サ
ンプル）調査です。
　本省において、センサス結果で明らかになった構造変化や、施策の変化
に対応し都道府県別、規模別の標本数を設計しています。
（全国で 9千経営体）

2
設計

　地方農政局や都道府県拠点において職員や専門調査員が実施しています。
調査は農家の年間を通じた協力に支えられており、調査現場における農家
との信頼関係で成り立っています。
　また、調査対象から得られたデータは、当年の作柄や生産事情などに照
らして審査を行い、正確な調査結果を取りまとめています。

3
実施・取りまとめ

●　水田作経営の販売農家平均総所得は
437 万円となり、販売農家のうち、農
業所得が主となる主業農家の平均総所
得は 637 万円となっています。

●　作付面積が大きくなるほど総所得が
高くなる傾向があります。

●　全国平均の米 60kg 当たり生産費は、
1万 5,155 円となっています。

●　地域別にみると、作付規模が大きい
北海道では、都府県と比べて生産費は
低くなっています。

調査結果

令和元年　農畜産物生産費統計
（米生産費・60kg 当たり）

平成 30年　営農類型別経営統計
（水田作経営・個別経営１経営体当たり全国平均）
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　水稲収穫量調査

　全国で約 1万箇所のほ場を実測調査をし、水稲の作柄や収穫量を明らかにしています。

File 2
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　効率的で必要性のある調査が実施できるように、適宜調査事項や調査手
法の改善を検討します。1

検討

　本省において、都道府県別の調査結果が目標とする調査精度を達成でき
るように、調査ほ場数を算出します。
（全国で約１万ほ場）2

設計

　地方組織の職員（調査員）が調査ほ場を選定して、実測調査を行います。
　収穫が行われる前に実施する調査（8 月、９月、10 月）は、穂数、もみ
数など実測可能な項目を計測し、実測不可能な項目は気象データと過去の
実測データを基に予測した上で、10アール当たり予想収量を決定します。
　収穫期に実施する調査は、稲を刈取り、脱穀・乾燥・もみすりを行った後、
選別を行い、その重さを計測し、10アール当たり収量を決定します。

3
実施・取りまとめ

●　作況指数は、作柄の良否を表す指標で、その年の「10 アー
ル当たり平年収量」に対する「10アール当たり（予想）収量」
の比率を表したもの。

●　10 アール当たりの平年収量は、その年の気象の推移や被害
の発生状況などを平年並みと仮定した上で、実収量のすう勢
を基に、最近の栽培技術の進捗の度合、作付品種の変動、温
暖化の傾向等を考慮して作成した予想収量

　取りまとめた結果は 8月、10月、11月、12月の年４回（一部地域は年５回）
公表します。
　公表に際しては記者ブリーフィングを行うなど丁寧な結果発表に努めて
います。　

4
公表

こんな所で使われています…
▶国民の主食である米の需給及び価格の安定を図るための需給見通しの策
定に用いられます。
▶生産者が作業計画や販売計画等を立てる上での参考情報として利用され
ます。

5
利活用

調査結果

=×１㎡当たり全もみ数 千もみ当たり収量 10ａ当たり（予想）収量

【10a 当たり（予想）収量の求め方】

収
穫
前

１㎡当たり株数 １株当たり穂数 １穂当たりもみ数

実　測　調　査

収
穫
期

刈取り 脱穀 『生もみ』 もみすり 選別

実　測　調　査

乾
燥

『 玄　米 』
( 三等品位以上 )

重
量
計
測

過去の気象及び実
測データから作成
した重回帰式に、
当年の気象及び実
測データを入力し
て予測。

令和２年産水稲の作況指数（「令和2年産水陸稲の収穫量 」より）

作況指数 100×= 10アール当たり（予想）収量

10アール当たり平年収量
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統計部の新たな取り組み

AI（人工知能）や人工衛星画像データを活用した新たな取り組み

筆ポリゴンをオープンデータとして提供
　統計部では、耕地面積調査等の母集団情報として、全国
の土地を隙間なく 200 メートル四方（北海道は 400 メート
ル四方）の区画に区分し、耕地が存在する約 290 万区画に
ついて、人工衛星画像をもとに「ほ場」の形状に沿って作
成した農地の区画情報（筆ポリゴン）を整備し、オープンデー
タとして幅広く提供を行っています。
　筆ポリゴンは、民間事業者等が開発・販売するスマート
農業技術への活用のほか、行政機関や農業団体の業務効率
化など様々な場面で活用されています（令和２年 12 月末ま
でに 1,900 件以上のダウンロード実績）。

筆ポリゴンの最新化の取り組み
 　「ほ場」の形状の変化に伴う筆ポリゴンの更新について、国内で最新の AI 技術を有する国立研究開発法人産業技術総
合研究所と 2018 年に共同研究契約を締結し、AI の機械学習を用いて人工衛星画像データを解析し、形状に変化のあっ
た「ほ場」を自動的に抽出し、更新が必要な筆ポリゴンを特定するための手法開発を実施しました。
　筆ポリゴンの更新作業はこれまで、職員等が人工衛星画像を目視で確認して、更新が必要な筆ポリゴンを特定してい
たため、１年間で更新ができる筆ポリゴンは全国の５分の１程度に留まっていましたが、この手法を活用し、2020 年度
から全国の筆ポリゴンを毎年最新の情報にアップデートする取り組みを開始しました。
　筆ポリゴンは、これまではスマート農業への活用等の目的で民間企業や大学・研究機関等で利用されていますが、農
地情報のデジタルインフラとして毎年最新の筆ポリゴンが提供可能となることで、衛星画像等を活用したほ場ごとの栽
培管理の省力化など、スマート農業の推進やデータ駆動型の農業経営の実現に大きく貢献することとなります。

人工衛星画像データのAI 解析による農地の区画ごとの作付状況把握手法の開発
　2019 年度からの新たな取り組みとして、小型人工衛星により高頻度で撮影した衛星画像データを AI の機械学習を利
用して解析し、農地の区画ごとの作付状況を効率的に把握する手法の開発に着手しています。

人工衛星からの取得データを利用した水稲作柄予測手法の導入
　水稲の作柄予測について、気象データに加え、人工衛星データを利用することにより、調査精度を維持しつつ、草丈、
茎数等の実測調査に係る業務を合理化する手法の開発を 2017 年度から２か年かけて行い、2020 年度から運用を開始し
ています。

人工衛星画像入手 全ての区画で変化の
有無を目視判定 筆ポリゴン修正作業

人工衛星画像入手 全ての区画で変化の
有無を目視判定

抽出された区画で
変化の有無を目視判定

全ての区画で変化の
有無を目視判定
AI が変化がある
区画を自動抽出 筆ポリゴン修正作業

形状変化等のあった筆ポリゴンを
手作業で修正し更新

形状変化等のあった筆ポリゴンを
手作業で修正し更新

入手した人工衛星画像
データの全ての区画を
目視で確認するため、
変化の有無を判定する
作業に多大な労力を要
していた。

AI が変化ありと判別した区画を重点的に確認することで、筆ポリゴン更新作業の効率化を実現。
新たな手法の導入により、実測調査に係る業務を合理化しつつ、水稲作柄を予測。

 これまでの手法

  2020 年度からの手法

これまでの生育把握方法

衛星データ

イメージ（例）

職員等による草丈、茎数の計測

イメージ（例）

判別結果

レタス

大豆

AI

地上分解能が約３mの超小型人工衛星画像を用いて、
ほ場の時系列変化を確認。

3月●日

4月●日

5月●日

…

時系列変化の特徴を捉
えて作物を分類

作物の分類
モデル

アメダスデータに加えて、
人工衛星から取得される
データを利用することに
より、作柄を予測

アメダスデータ

人工衛星からの取得データを活用した水稲作柄予測手法
作柄の良否 都府県数区分

やや良
平年並み
やや不良

5
13
9

生育の良否 都府県数区分
やや良
平年並み

6
21
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データサイエンスを活用した政策立案イメージ
　民間で活用されているデータサイエンスの事例は、高度な政策立案にも応用可能

統計部の新たな取り組み

DS ＝ A ∩ B ∩ C

出所：Drew Conway, The Data Science Venn Diagram, 
<http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram> を翻訳・加筆

データ分析の高度化に向けた取り組み　～農林水産省職員研修の例～

データサイエンティスト育成プロジェクト
　データサイエンティストとは、さまざまな意思決定の局面において、データにもとづいて合理的な判断を行えるよう
に意思決定者をサポートする職務またはそれを行う人のことであり、統計解析や IT のスキルに加えて、ビジネスや市場
トレンドなど幅広い知識が求められます。
　統計部では、データに基づく政策立案や効果検証ができる人材、また、データ分析に強い民間事業者とも対等に渡り
合える人材を育成することを目指して、農林水産省内の職員を対象に「データサイエンティスト育成研修」を実施して
います。

基礎から応用、実践までの幅広い研修カリキュラム
　研修カリキュラムは、統計学（母集団と標本）、数理（確率分布、検定）、EBPM（因果推論）、IT（データベース、クラウド）
などのデータ分析の基礎となる内容に加えて、プログラミング（R、python）、機械学習（ディープラーニング）など、
最新の分析手法についても学ぶことができるよう設計し、講師には、それぞれの専門分野で教鞭をとっている大学教授、
民間事業者の現役データサイエンティストなど、外部の専門家を招いています。
　更に、より実践的な研修となるよう、研修後半では、研修生で複数のチームを組んで、現実の課題解決（野菜の価格予測、
水利施設の事故予測）に取り組むケーススタディ形式で研修を実施し、その成果についてはそれぞれの政策担当部局へ
還元されています。

データサイエンスが取り扱う領域　
　　　　　　　　　　

海外への統計改善のための技術協力

統計部で培った知見を海外で活かす
　統計部では、開発途上国に対する技術協力を中心とした、農林水
産統計分野の国際関係業務を行っています。
　具体的には、国連食糧農業機関（FAO）などの国際機関等を通じ
た技術協力プロジェクトの実施、海外研修員の受入、国際会議への
参加、海外調査出張等を行っており、海外と直接関わることができ
ます。意欲があれば、国際機関や大使館等に出向し、海外勤務を経
験することも可能です。
　このように、統計部では、皆さんの語学力を活かす仕事にも就く
ことができますし、今は海外経験がなく語学力に自信のない方でも、
入省後、研修や業務を通じて経験を積みスキルアップを図ることで、
様々な国際関係業務を担うことができます。

　　　アセアンを通じた取り組み
　アセアン地域では、域内の食料安全保障状況を把握・監視し、各国の政策立案に必要とされる統計データを提供する
仕組みとして、2001 年 10 月に開催された「第１回アセアン＋３（日・中・韓）農林大臣会合」において「アセアン食
料安全保障情報システム（AFSIS）」の設立が合意されました。この合意を受け、統計部では農業統計改善のため、様々
な事業を実施しているところです。
　現在は、2020 年３月に開始した事業を通じて、タイ、カンボジア及びラオスを対象に、SDGs（持続可能な開発目標）
の達成に向けた各国の取り組み状況を評価するために必要な SDG指標の整備を支援しています。
　本事業実施に当たっては、統計部から１名の職員が、AFSIS 事務局が設置されているタイ農業協同組合省に、専門家
として派遣されています。専門家の業務は、事業の活動計画の作成や進捗管理、各国における研修の講師、パイロット
調査の指導、国際機関や現地日系企業等の関連機関との協力関係構築等、多岐に渡っています。
　また、業務だけでなくタイ人の同僚とランチを一緒にしたり、職場の行事に参加したりするなどし、良好な人間関係
を築くことも重要です。
　職員の海外派遣は、日本の進んだ技術を移転し事業の効果を高めるためですが、日本人が現場で現地職員と一緒に活
動することで「顔の見える協力」となり、海外における日本のプレゼンス向上にも貢献することができます。
　海外に派遣された職員は、自分の裁量で比較的自由に業務を行うことができます。その分責任が伴い苦労も多いです
が、統計部で知見を培えば、十分に対応可能です。また、対象国の関係者とともに事業の成功を喜び合えるなど、非常
にやりがいのある仕事です。

アフリカでの作物統計調査の指導

タイ側職員と調査設計の打合せをする専門家 職場の年末大掃除に参加する専門家

具体例
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管理課 経営・構造統計課

課のミッション・仕事内容
　皆様は農林水産省内に図書館があることをご存じでしょうか？
　私は、管理課図書資料班（農林水産省図書館）にて利用推進係として勤務し、主に図書館の運営サービスや納本に
関わる仕事をしています。農林水産省図書館では、農林水産業に関わる一般書籍や、農林水産省が編集・発行した図
書資料の収集・保管・管理・貸出等を行い、蔵書数は約 23 万冊にのぼります。職員へ執務参考図書を提供するだけ
でなく、農林水産省が編集・発行した図書資料を保管し、後世に残していく大切な役割も担っており、戦前からの図
書資料も保管されています。
　さて、管理課では図書館運営の外に、統計部の重要な総務・マネージメント部門を担っており、①統計部内・他部
局との総合調整や国会対応、②予算要求や経費の支払い、③職員の人事給与や福利厚生、④統計調査及び公表資料の品
質管理・向上に関する業務等を行っています。私は管理課にて経理や福利厚生の仕事をしてきました。緊張感漂う時
もありますが、普段は和やかに仕事をしています。

職場の雰囲気
　私は2020年12月に育児休業から復帰しました。復帰後は上司や同僚に温かく迎えていただき、「統計部は女性にとっ
ても働きやすい職場だな」と実感しました。班長を始めとして、職員
同士が意識して “良い雰囲気の職場作りをしている” と感じています。

仕事と家事育児との両立
　現在は、子供達のお迎えのため勤務時間を９０分短くして勤務して
います。子供達がある程度大きくなるまでは残業ができないため、業
務の無駄を省き効率化していくことは子育て中の私にとって永遠の
テーマとなりそうです。また、夫の帰りが遅く、夜はワンオペ育児の
ため、家庭内では家事の効率化・時短ケアにも励んでいますが、こち
らはなかなか思うようにいかず、日々テンヤワンヤしています。

学生の皆様へメッセージ
　皆様の中には「食や農業についての知識を身につけたい」「採用面
接に備えて自分と農業との接点を見つけたい」と感じている方も多い
と思います。農林水産省図書館では農林水産業に関する最新の図書資
料が揃っており、一般の方の利用も可能です。官庁訪問の際には、よ
ろしければ統計部と併せて農林水産省図書館へもお立ち寄り下さい。
お待ちしています！

泉井　梓
管理課図書資料班利用推進係長

大学で実験サンプルを採取する
にあたり、農家や田畑を回って
いるうちに、将来は農業現場に
近い仕事がしたいと思うように
なりました。当時、統計部では
職員が農家や田畑を巡回して調
査していると聞き、地方農政局
統計部を志望しました。

課のミッション・仕事内容
　経営・構造統計課は、農林漁業者の一年間の経営収支や財産の状況、農畜産物の生産コスト、生産物や生産資材の
物価動向の把握、一年間に産出された農林漁業の産出額の推計を行うなど、農林水産業に関する経済的な面での統計
を作成しています。これらの統計データは、農業経営政策の企画・立案や交付金を算定する資料などに使用されており、
農林水産行政の適切な推進に貢献しています。
　国で行う統計調査は「統計法」という法律に基づいてあらかじめ総務大臣の承認を受ける必要があります。私の担
当する計画係は、経営統計調査の総務省申請の連絡調整、経営統計調査の標本管理、経営統計調査要領の改正、広報
関係業務等、課内横断的な幅広い業務を担っています。本年は、令和４年に向けた農業経営統計調査の見直しの前年
ということで、総務省申請を行うための様々な書類作成、標本設計等を行っています。

職場の雰囲気
　課内は７つの班に分かれており、それぞれ異なる調査を担当していますが、「農業経営統計調査」ということで各
班に共通する部分も多く、また統計調査集計プログラムの開発や専門調査員対応業務、農業経営統計調査の見直し業
務などは各班にまたがって行っているため、皆協力的でアットホームな雰囲気です。また、当課はテレワークや時差
出勤にも積極的に取り組んでおり、大変働きやすい職場だと感じてい
ます。

印象に残っている経験
　本省に配属される前は、地域拠点に所属し、主に農業経営統計調査
を担当していました。農家を訪問し、調査を依頼するところから、現
場で各調査を取りまとめる仕事を主に行っていました。本省に配属さ
れた際に、地方の職員や調査員が取りまとめたデータを自分で集計し
公表する作業を行い、実際に自分が現場で取りまとめた統計データが
このような形で公表されるのだと感慨深く思うのと同時に、責任感を
強く感じました。

学生の皆様へメッセージ
　私は、採用は（独）農林水産消費安全技術センター（FAMIC）でしたが、
結婚を機に地方に異動願いを出し、統計部に配属させていただきまし
た。ひと口に農林水産省といっても様々な業務があり、いろいろ経験
してみることで自分のやりたいことや目指すべき方向が見えてくると
思います。まずは興味があることにチャレンジし、自分の可能性を広
げてみてください。そして統計部に少しでも興味をお持ちの方は、是
非業務説明会にお越し下さい。

山手　晃代
経営・構造統計課企画班計画係長

大学で農学を勉強し、食や農業
に関わる仕事に携わりたいと思
い、農林水産省を志望しました。

Career
平成15年 入省（Ⅱ種農学）
  関東農政局山梨統計情報事務所
平成21年 統計部センサス統計室法人経営体統計係長
平成26年 育児休業（約１年）
平成29年 現職
平成30年 育児休業（約３年）

Career
平成15年 採用（Ⅱ種農学）（独）農林水産消費技術センター
平成16年 北海道統計・情報事務所音更統計・情報センター
平成20年 育児休業（約１年）
平成21年 北海道農政事務所音更統計・情報センター統計官
平成23年 育児休業（約１年）
平成29年 統計部経営・構造統計課農産物生産費統計第２係長
令和   ２年 現職

15 16

組
織
紹
介

組
織
紹
介



センサス統計室 生産流通消費統計課

課のミッション、仕事内容
　生産流通消費統計課は、主に農業の生産基盤となる耕地や農林水産物の生産実態を把握するための調査を所管して
います。具体的には、日本の田畑の面積統計、米、野菜、果樹、花き等の生産統計、畜産、木材、漁業に係る統計な
どを多数作成しています。
　これらは、農林水産省の施策の策定や達成状況の検証、各種事業を効果的に実施するために欠かせない基礎データ
として活用されるだけでなく、新聞やメディアに掲載されたり、例えば「米の収穫量は新潟県が日本一」と、小学校
の社会の教科書やクイズ番組にも登場したりします。
　私の担当する計画係では、課内で実施した統計調査の結果を公表する際の部内調整や広報業務、取りまとめに使用
する集計システムの整備に係る連絡調整、統計データへの問合せ窓口業務を行っています。

職場の雰囲気
　当課は、約 50 名が所属する大所帯です。扱う分野によって３～８名程度の班で構成されていて、面積、普通作物、
園芸作物、畜産、木材、漁業というように分かれています。私は、所属して１年目ですが、それぞれの担当者は業務
経験や出身も多種多様で、その筋のプロフェッショナルが多数います。仕事に迷ったときはアドバイスもらったり、
時には趣味の話をお聞きしたりと、広くお話を伺うことができるので大変勉強になります。また、統計を作成する過
程では、組織内外を問わず多くの人が係わることになるので、報連相が重要となりますが、ここでは職員同士のコミュ
ニケーションがよく取られ、みなさん協力的で雰囲気のよい職場であると感じています。令和２年は、新型コロナウィ
ルス感染症防止対策のため、歓送迎会や仕事の節目の打ち上げのほとんどが自粛されましたが、時には互いに労をね
ぎらうことがチームワークの一助になっていると思います。

統計部の魅力
　出身は、水と米と海産物のおいしい福井県です。入省当時は、実家から通勤できる地方組織勤務で、実査で田んぼ
や畑に入ったり、対面で農家の方にお話を伺ったりして、地域の魅力を再発見することができ、地元愛が深まりました。
その後の本省勤務では、自ら調査した結果が形となり、各方
面で利活用される充実感と責任感を感じています。また最近
では、新たなニーズや AI、人口衛星画像等の最新のデジタ
ル技術を取り入れながら、調査手法や業務の改善に挑戦して
いる分野もあり、統計部への注目度も高まっていると感じま
す。

学生の皆様へメッセージ
　統計部や省内の仕事はとても幅広いです。定期的な人事異
動では、多様な業務や様々な方々との出会いがありますので、
個性や可能性を広げるチャンスになると思います。興味を持
たれた方は、是非、業務説明会にご参加ください。

石本　充代
生産流通消費統計課企画班計画係長

農学を学び、「食」に関わる仕
事がしたいと思っていました。
一部の利益ではなく、社会全体
のために働くことへの魅力も感
じ、農林水産省を志望しました。

室のミッション
　農林水産省に興味を持っていただいた皆さんであれば、日本の農業の現状について、農家が減少しているとか、高
齢化しているといったことをご存じだと思います。
　私が所属するセンサス統計室では、このような情報の裏付けとなる統計を作成するため、農林水産業を営む経営体
の数や就業者数、経営の規模などについての調査を実施しています。
　当室が行う調査の中でも特に「農林業センサス」と「漁業センサス」は、5 年ごとに農林漁業を営むすべての世帯
や法人等を対象として実施するもので、農林漁業の国勢調査とも言える大規模調査であり、政府の基幹統計に位置づ
けられています。
　両センサスの結果は、農林水産業にかかる各種施策の企画・立案・推進のための基礎資料として活用されるほか、
各種統計調査を実施する際の母集団としても利用されています。国や地方公共団体が農林水産施策を効果的に推進で
きるよう、農林水産業の構造を正確に捉えた統計や母集団情報を整備・提供していくことが当室のミッションです。

仕事内容
　私は現在、農林業センサスの担当をしています。農林業センサスは調査規模が大きいため、実際の調査事務は都道
府県と市区町村が担っており、調査が滞りなく行えるよう都道府県の担
当者と連絡・調整しながら、調査の進行管理や調査結果のとりまとめ、
公表などを行っています。

印象に残っている経験
　私は農林業センサス関係の仕事を担当することが多いのですが、その
間に「食料・農業・農村白書」の作成を担当しました。白書は、農林水
産省が所管する幅広い分野について、統計の結果も使いながら現状や施
策の実施状況を説明するもので、執筆・編集行う中で省内全体の業務に
知ることができ、また、統計の利用者としての視点も得られました。こ
のときの経験は、その後に担当した農林業センサス結果の利用推進を図
る「地域の農業を見て・知って・活かす DB」の企画にとても役立った
と思います。
　このほか、国内大学院の修士課程へ 1 年間留学する機会をいただき、
省内の異動だけではできない貴重な時間を過ごし、多くのことを学ぶこ
とができました。

学生の皆様へメッセージ
　統計部の仕事は政策によって農林水産業を直接支援しているわけでは
ありませんが、様々政策の企画立案に活用されており、とてもやりがい
があるものだと思います。
また、統計以外の仕事も本人の希望を踏まえて経験でき、その経験を統

計部での仕事に活かせる環境もあると思います。
　統計部の仕事に興味を持った方は、説明会や座談会にぜひご参加くだ
さい。

栗山　怜
センサス統計室農林業

センサス統計第１班センサス統計第１係長

大学で農学を専攻していたので、
関係のある仕事がしたいと思い
農林水産省を志望しました。

地域の農業を見て・知って・活かす DB 
https://www.maff.go.jp/j/tokei/cen sus/shuraku_data/index.html 

Career
平成17年 入省（Ⅱ種農学）
  近畿農政局大津統計・情報センター
  生産流通消費統計課
平成22年 大臣官房情報評価課分析第２係長
平成26年 統計部センサス統計室地域統計第２係長
平成31年 農林水産省国内大学院（政策研究大学院大学修士）派遣
令和   ２年 現職

Career
平成   ５年 入省（Ⅱ種農学）
  北陸農政局福井統計情報事務所生産流通消費統計課
平成12年 統計情報部情報システム課
平成14年 統計情報部構造統計課分析係長
平成19年 統計部生産流通消費統計課花き流通統計係長
平成27年 大臣官房広報評価課編集係長
令和   ２年 現職
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消費統計室 統計企画管理官

室のミッション・仕事内容
　消費統計室では、農産物や水産物の主に流通消費に関する調査を
実施しています。具体的には、①農業・農村、漁業・漁村の６次産
業化への取組の実態、②青果物・水産物の産地から消費地に至る各
流通段階別の価格形成、③青果物卸売市場における青果物の卸売数
量・卸売価額、④畜産物（豚肉・牛肉・鶏卵・食鳥）、水産加工品、生乳・
牛乳等の生産量、⑤冷凍・冷蔵工場における水産物の入出庫量・在
庫量、⑥卸売市場等における青果物・食鳥・鶏卵の市況情報、⑦野生
鳥獣の解体・販売の実態、⑧食品循環資源の再生利用及び食品ロス
の実態、⑨容器包装の利用・製造、食品製造業におけるHACCP に沿っ
た衛生管理の導入状況等の実態といった様々な調査を行っていま
す。
　その中で、私が担当しているのは、畜産物流通調査で、畜産物の
取引数量、価格等を把握し、畜産物に関する生産及び出荷の調整、
価格安定等各種施策の基礎資料として利用されています。主な業務
は、地方組織から報告が上がってきたデータに誤りがないかを
チェックした上で、取りまとめ、公表することです。担当する調査は、
日別（毎日）、月別（月１回）、年間調査（年１回）と種類がありますが、
例えば日別調査は畜産物の日々の卸売価格の動きが分かることか
ら、新型コロナ禍のような有事の際にも重要な指標の一つになって
います。

職場の雰囲気
　これまで統計部以外の部署も経験してきましたが、特に統計部は
みんなで協力し合って統計を作り上げていくので、上司や周りの
方々とのコミュニケーションが取りやすく、とても働きやすい雰囲
気です。コロナ禍においては、室内をチーム分けし、交代でテレワー
クを実施しています。
　また、私は小さな子どもがいるため、現在、育児時間（勤務時間
の短縮）を取得し、周りの方々に支えていただきながら仕事をしています。これまで、妊娠中は、妊婦検診のための
休暇や通勤緩和などを利用し、出産の際は、産前産後休暇に加え、育児休業も取得してきました。こうした様々な制
度の利用が出来るのも、統計部では妊娠・出産や育児中の職員に対する周りの理解や配慮があるからこそだと思って
います。統計部は仕事と育児の両立をする職員にとってもとても働きやすい部署です。

学生の皆様へメッセージ
　私が統計部に入省したきっかけは、たまたま参加した農林水産省のインターンシップで統計部に配属されたことで
す。就職先とは本当に出会いだと思います。これから社会人としての生活はとても長いので、皆さんにとってより働
きやすい職場を見つけていただければと思います。その選択肢の一つにもし統計部があるとしたら、ぜひ業務説明会
等に積極的に足を運んでみてください。そこで、私たちと一緒に統計部で働きたいと思って頂けたら嬉しいです。

皆川　友姫
消費統計室流通動向第２班畜産物市況情報係長

もともと「食」や「農業」に関
する仕事がしたいと考えてお
り、学生時代に興味のあった農
林水産省へのインターンシップ
に参加、そこで女性でも活躍で
きる職場であることを知り、志
望しました。

Career
平成17年 入省（Ⅱ種農学）統計部経営・構造統計課
平成22年 統計部統計企画課政策評価係長
平成23年 食料産業局食品製造卸売課企画調査係長
平成25年 育児休業（約３年）
平成28年 統計部消費統計室畜産物統計係長
平成29年 育児休業（約１年）
令和   ２年 現職

課のミッション　
　統計企画管理官のミッションは、統計部で実施する統計調査の企画から実施、調査結果の提供に関して総合的な調
整役になることです。正確で信頼される統計結果を世の中に届けるため、常に利用者ニーズを把握しながら、調査手
法の改善・効率化やデータ利活用への支援を行うことが重要で、統計企画管理官では、①統計調査を実施するために
必要な申請・承認の手続きについての総務省との連絡・調整、②AI や人工衛星画像データ等の新技術を活用した新た
な調査手法の開発、③農林水産統計の広報活動、④統計データの利活用支援、⑤海外への統計改善のための技術協力、
などの幅広い業務を行っています。

仕事内容
　統計分析資料の作成、ビッグデータ等を活用したデータ収集・分析、データの見方や使い方のスキルアップのため
の研修の実施、などの省内職員のデータ利活用をサポートする業務を担当しています。
　本年度（2020 年度）から新しくできた業務のため難しいことも多々ありますが、統計分析資料を作成する際は、デー
タに親しんでもらえるような身近な話題やちょっと気になる話題を選び、短時間で読んでもらえるようコンパクトな
ものとし、親しみやすく明るい感じにデータ等をビジュアル化するなど、皆さんに「届く」分析資料として、統計に
馴染みのない省内職員にも関心を持っていただき、データの積極的な活用につながるようなものに工夫しています。
　他にも、携帯電話の位置情報等のビッグデータを使って農泊地域への邦人や外国人の来訪者数の把握する、などの
従来の統計調査にない新しい取組にも関われ貴重な経験ができてます。

統計部の魅力
　統計部の仕事は決して派手さはないですが、農林水産施策の検討や施策効果を検証するには、経験や勘ではなく、
客観的事実である統計データは無くてはならないものです。最近、データの重要性が高まっている中、これから統計
部の存在感が増していくのではと思ってます。

学生の皆様へメッセージ
　統計の知識がある、なしは関係ないと思います。意
欲さえあれば、仕事をするうちに自然と身に付いてい
きます。仮に分からないことがあっても、聞けば丁寧
に指導してくれる先輩も沢山います。少しでも興味を
お持ちの方は、是非、一緒に働いてみませんか！

清水　博文
統計企画管理官付統計利活用支援班

統計利活用支援第２係長

田畑に囲まれた緑豊かな場所で
育ったこともあり、農業に興味
を持ち、農業に関わる仕事をし
たいと思いました。

Career
平成13年 入省（Ⅱ種行政）
  関東農政局神奈川統計情報事務所
平成16年 統計部経営・構造統計課
平成19年 大臣官房地方課調整係長
平成22年 統計部経営・構造統計課水田作組織
  事業体経営統計係長
平成29年 統計部統計企画管理官付企画第２係長
令和   ２年 現職
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近畿農政局

在外公館

近畿農政局統計部のミッション、仕事内容
　近畿農政局は、農林水産省の地方出先機関として、本省で企画立案された政策に基づく施策の効果が最大限発揮さ
れるよう実行するとともに、現場ニーズを汲み上げて施策に反映させる役割を担っています。管轄する近畿地方（２
府４県）では、変化に富んだ地形や海、気象、大消費地に近いなど、それぞれの立地条件を活かした特色ある農林水
産業が展開されており、これらの状況に応じた施策を実施しています。
　その中で、私が所属する統計部のミッションは、各種政策の判断や意思決定に不可欠となる情報インフラを整備す
るため、各府県の特色ある農林水産業の実態を反映した正確な統計を作成することです。
　私は、統計部調整課のメンバーとして、人事、予算、会計、調達、研修、文書管理など、統計調査が円滑に実施で
きるよう職員や調査員の方々のサポートを行っています。

印象に残っている経験
　新型コロナウイルスでは、政府の緊急事態宣言の際には兵庫県拠点に設置された現地対策本部へ派遣され、県と本
省のパイプ役として兵庫県内の食料安定供給に関する連絡調整などを行い、また、高病原性鳥インフルエンザでは、
感染発生時の早急な防疫対応が必要なことから私自身も局管内の発生現場のみならず、局管外での発生現場での防疫
作業に従事しました。
　このように、現場に近い地方出先機関の一職員として、普段の業務や組織の枠を超え、使命を持って一丸となって
現場対応に携わったことが強く印象に残っています。

統計部の魅力
　統計部は、農林水産施策の縁の下の力持ちであり、
その業務は地道にコツコツと積み重ねていく一方、
広い視野で新たな政策ニーズや新たな調査手法に機
敏に対応するとともに、統計結果を分析する中では
実態の変化を見つけるおもしろさがあります。また、
それを通じて多くの業務スキルを得られるという魅
力があります。

学生の皆様へメッセージ
　世の中の情勢や働き方が大きく変わっている状況
の中、不安に感じることが多いと思います。ですが、
皆さんをしっかりとサポートしてくれる上司や先輩
がたくさんいます。また、気楽にまじめな話もでき
るアットホームな風土もあり、仕事と家庭の両立が
しやすい職場です。
皆さんのチャレンジ精神や新しい感性を活かして、将

来に渡って信頼される統計を提供し、食と環境を守るこ
とに貢献しませんか。

阿部　賢治
近畿農政局統計部調整課課長補佐

田舎育ちということもあり、身
近な農業や食に興味を持ってい
たこと、また、官庁訪問時に聞
いた業務内容や職場環境に惹か
れたことから志望しました。

　海外で働いてみたいと思ったことはありませんか？在外公館や国際機
関での勤務チャンスがあることは国家公務員の魅力の一つではないで
しょうか。
　中・東欧に位置するハンガリーは広大な農地を持つ農業国として知ら
れています（フォアグラ、トカイワイン、蜂蜜など、ハンガリーの農産
品に接したことがある方もいるかもしれません）。そのため、在ハンガ
リー日本国大使館には歴代農林水産省から職員が派遣されています。私
は経済班長として、農業関係のみならず、２国間の経済・財政・インフラ・
エネルギー・科学技術・環境など、多岐にわたる分野の情報収集に加え、
日系企業支援など、両国間の経済発展や交流促進を目指した仕事を行っ
ています（新型コロナウイルス感染拡大により、オンラインや電話での
会合・セミナー参加が増えています）。
　特に、ハンガリー農業省とは農業関連イベントの開催や農産品の輸出
入促進などを通じて相互協力を行い、良好な関係を築いています。2019
年、日本とハンガリーの外交関係樹立 150 周年を機に佳子内親王殿下が
当地をご訪問されました。その際、農業省の所管する馬牧場を含め、国
内ご訪問先との受け入れアレンジに携わることが出来たことも貴重な経
験です。
　「統計」は利用者側です。欧州域内でのハンガリーの地位を知る際には Eurostat や OECD のデータを、国内の県別
数値や直近の状況を知りたい時にはハンガリー中央統計局や中央銀行の数字を利用し、両国間の輸出入を把握する際
には日本の貿易統計を、農林水産業を説明する際には我が農林水産統計も使用しています。コロナ禍下にあって、見
通しづらい今後の情勢をどのように見極めるのか。農林水産業を含むあらゆる分野にかかる統計データは、より即時
性及び正確性が期待され、その重要性が改めて認識されているのではないでしょうか。
　就職活動中の皆様に良い出会いがあることを祈念しております。

國兼　洋平
外務省在ハンガリー日本国大使館二等書記官

人事交流・出向

　大臣官房政策課食料安全保障室は、国民に対する食料の安定的な供給
の確保という、農林水産行政のすべてと言ってもいい大きな使命を看板
に掲げています。私は自給率班に所属し、毎年行う食料自給率・食料自
給力指標の算定と、５年に一度見直しを行う「食料・農業・農村基本計画」
における食料自給率 “目標” の策定を担当しています。
食料自給率とは、我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示し、
ニュースや学習教材にも広く扱われるなど世の中の関心も高く、皆さん
も耳にしたことがあるかもしれません。この算定に用いる食料需給表と
いう加工統計は、国内で食料がどれだけ消費されたかを把握するため、
細かい品目ごとに、国内生産量、輸入量のほか、用途別の供給量等の詳
細なデータに基づいて作成しますが、まさに日本の食料事情のすべてを一つに取りまとめ上げる仕事で、統計部時代
の経験が大きく役立ちます。
　また昨年度は、農政の基本指針と位置づけられる「食料・農業・農村基本計画」の見直しの年に当たり、その中で
国内の農業生産及び食料消費に関する指針となる食料自給率目標の策定までの一連の検討過程を経験する機会に恵ま
れました。統計部は、データという国の基礎となる公共財を整備するという、政策に対して中立的な立場ですが、食
料安全保障室は、政策目標を取りまとめる旗振り役として、農政全体に大きく影響する方針を自ら策定する役割を担
います。はじめは統計部との違いに戸惑うこともありましたが、多様な経験や考え方を持つ人たちと沢山の議論を重
ね、大きな視点から物事をとらえて政策を立案していくプロセスは、非常に新鮮で学びの多いものでした。政策立案
部局と統計部局という両方の視点の業務を経験させていただけたことで、行政官としての知見を広げることができた
のではないかと思います。
　近年では、政策決定の基盤として公的統計の重要性は増しており、以前とは違った視点からのデータが必要になる
ことや、あまり統計に触れてこなかった人と関わることも多いです。業務においては、専門性はもちろんですが、狭
く深いミクロの視点、大所高所からのマクロの視点、そして統計を人にわかりやすく説明する心掛けなど、様々な立
場を考えて行動することが大切だと感じます。統計は、行政の仕事に様々な面から関わってくるものであり、その立
場によって見える風景も変わる、知的好奇心を満たす業務だと思いますので、多くの方に興味を持っていただければ
嬉しいです。

大石　裕也
大臣官房政策課食料安全保障室自給率担当

日頃から関わる機会の多い「食」に対して関心を
持っていたため、農林水産省を志望しました。

Career
平成11年 入省（II 種行政）
  東北農政局山形統計情報事務所酒田出張所
平成13年 統計情報部経営統計課
平成17年 経営局構造改善課調査係長
平成19年 統計部統計企画課システム管理係長
平成24年 統計部情報室システム管理第1係長
平成28年 統計部消費統計室消費動向第２係長
平成30年 統計部消費統計室企画係長
令和 元年  現職 Career

平成29年 入省（一般職（大卒程度）行政）
  統計部経営・構造統計課
平成30年 統計部センサス統計室
平成31年 現職

Career
平成15年 入省（Ⅱ種行政）統計部管理課
平成16年 北海道農政事務所旭川統計・情報センター
平成18年 大臣官房総務課国会連絡室
平成21年 国際部輸出促進室輸出業務第２係長
平成24年 派遣職員（国連食糧農業機関（FAO） 
  バンコク地域事務所）農業農村統計
  改善プロジェクトオフィサー
平成28年 統計部統計企画管理官付海外協力第１係長
平成30年 現職
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≪統計という高度な専門分野≫
　このパンフレットを手にされた皆さまには、何
らかの形で国家行政に携わり役に立ちたいとの思
いで国家公務員を目指しておられるものと思いま
すが、国家行政の一つに統計行政と言われる専門
分野があります。聞き慣れない行政用語かと思い
ますが、政府の統計調査の企画設計や取りまとめ
は重要な国家行政の一つです。
　統計作成は政策立案の裏方的な業務と受け取る
方もおられますが、実は統計の作成には高い専門
性が必要であり、特に政府統計は国民生活を支え
る重要な情報基盤になっているのです。

≪命を支える高いレベルの農林水産統計≫
　日本の統計行政は、各府省に統計セクションを
置く分散型の組織で運営・推進されています。農
林水産省統計部では農林水産業や農林水産物と
いった、私たちの命を支える食料の安定供給に深
く関与する農林水産統計の企画設計や取りまとめ
を担っています。
　これら農林水産統計の作成には多くの労力や予
算が必要です。画期的なイノベーションが次々と
生まれる中で調査を効率的に実施するため、衛星
画像や AI といった先端技術を駆使した調査手法の
研究・開発に積極的に取り組みながら、品質的に
も調査技術的にも常に高いレベルの農林水産統計
を目指しています。

≪幅広く経験や勉強ができる機会≫
　農林水産統計の企画設計や結果を取りまとめる
際には、予め調査結果を予測しながら実態をどう
数値で描き表現していくのかをイメージしながら
検討・作業を進めなければ良い統計を作成するこ
とはできません。
　そのため、農林水産業の現場や実態を知ること
は勿論、各種農林水産政策の仕組みや調査手法の確立に必要な最新の IT 技術といった様々な予備知識や情報が必要
になります。
　こういった知識や情報を一朝一夕に習得して業務に活かすことは難しいことです。統計部に配属された職員は、統
計行政以外のあらゆる分野に出向して経験を積み勉強する機会を与えられ、自分を徐々に高めながら得意なフィール
ドで統計行政に寄与していくことになります。

≪「統計一家」の良き伝統≫
　皆さまには、やがて家庭を持ち、子育て、介護等々、これから多くの事が待ち受けています。農林水産省統計部は、
職員一人ひとりのワークライフバランスを大切に楽しく仕事ができる職場作りに積極的に取り組んでいます。　
　私の所属する消費統計室は女性職員数が４割を占めますが、職員は可能な限りにおいて、勤務時間内で効率的に仕
事を組み立て、定時にはジムや趣味の世界へ、あるいは家族の元へと充実した時間を過ごしています。これは職員各
位が業務に計画性を持ち、周りの職員との関係をも大切にしながら良好な協働意識を醸成する中で成し得ている大き
な成果です。
　このような良き雰囲気や結束力は、私の入省時から「統計一家」と称され、その伝統は今も受け継がれています。

　さて、あなたの人生をサポートする生涯の仕事として農林水産統計を選んでみませんか？多くの経験を積む中で自
分に適したフィールドを見つけながら、仕事も生活も充実できる、あなたの将来がここにあります。
　何事にも好奇心を持ち貪欲に取り組むエネルギッシュで協調性のある仲間をお待ちしています！

「農林水産統計を生涯の仕事に」

橋本　博德
生産流通消費統計課 消費統計室長

育児休業復帰者

　私には小学２年生、年長、１歳の３人の子どもがおり、出産や育児に
関する様々な支援制度を活用しながら働いています。出産に伴い、産前・
産後休暇と育児休業を取得し、職務復帰後の現在は、保育園の送迎時間
に間に合うように勤務時間を短縮する育児時間制度や在宅勤務（テレ
ワーク）を利用し、仕事と育児の両立を図っています。

　第３子の育児休業から復帰した昨年は、新型コロナウィルスによる未
曾有の状況下で、これまでの育児経験があるものの、不安を抱えながら
の職務復帰となりました。上の子の時には、子どもの急な体調不良の時
などにサポートをお願いしていた近居の両親にも頼れない中でしたが、
職場の上司や同僚の業務・精神両面の温かな支えと、テレワーク環境が
整っていることから在宅勤務も活用することで、コロナ禍の職務復帰を
どうにか乗り切ることができました。このような非常時だからこそ、改
めて、女性が多く活躍し、子育て中の職員に対する周囲の深い理解と協
力がある統計部の恵まれた職場環境を実感し、感謝しながら仕事をして
います。

　仕事と子育ての両立に不安を抱かれる方もいると思いますが、統計部は、仕事を通じて社会に貢献できる喜びと、
子どもの成長を見守る親としての喜びの両方を感じながら働ける職場です。みなさんと一緒に働ける日を楽しみにし
ています。

石樵　望
生産流通消費統計課園芸統計班花き統計係長

　私は 2020 年５月に出産し、１年間の育児休業を取得しました。現在
６人の子育てをしています。

　妊娠したことを職場へ報告するのは緊張しますが、打ち明けたときに
困った顔をされたことはありません。祝福とともに受け入れてもらえる
雰囲気があります。それは、妊娠・出産を経て仕事を続けてこられた先
輩職員が多くいるからだと思います。産休・育休を取得する際に必要な
手続きなども丁寧に説明してもらえるので、安心して休業に入ることが
できました。また、私自身も子育ての先輩が身近にいることはとても心
強く、働き方のお手本になりますし、目標にもなっています。

　育児をしていると、どうしても勤務時間に制約が出てきます。私の場
合は、早出出勤と合わせて昼休みを短縮する制度を利用して終業時刻を
早め、保育所や学童保育の迎えに間に合うようにしました。朝の食事や
送り出しの担当は夫、夜は私、と夫婦で分担しています。今後も子ども
たちの成長に合わせて、フレックスやテレワークも取り入れながら、自
分の生活に合った働き方をしていきたいと考えています。

　統計部では、男女を問わず「子育てをしながら働く」ことへの理解があると感じています。将来、皆さんに妊娠・
出産、育児が始まるときが来ても、安心して働き続けられる環境が整っています。また、きっと身近に子育て中の先
輩職員がいますので、いつかもし自分がそうなったら・・・というイメージを自然に持ってもらえると思います。

鈴木　花絵
統計企画管理官付統計広報推進班統計編さん第２係長

育児休業

Career
平成18年 入省（Ⅱ種行政）統計部管理課
平成25年 育児休業（約１年半）
平成26年 育児休業（約１年）
平成28年 統計部生産流通消費統計課果樹統計第２係長
平成30年 現職
令和元年  育児休業（約１年）

Career
平成14年 入省（Ⅲ種行政事務）
  東北農政局相坂川左岸農業水利事業所庶務課
平成21年 育児休業（約１年）
平成22年 育児休業（約１年）
平成24年 育児休業（約１年）
平成26年 統計部消費統計室消費動向第１係長
平成26年 育児休業（約１年）
平成28年 育児休業（約１年）
平成30年 統計部消費統計室青果物市況情報係長
令和   ２年 現職
令和   ２年 育児休業（約１年）

昭和62年 入省（Ⅱ種 農学）
昭和62年 経済局統計情報部農林統計課
平成   6 年 大臣官房調査課調査分析第２係長
平成15年 総務省統計局統計基準部ストック統計調整専門官
平成18年 大臣官房統計部経営・構造統計課課長補佐
平成21年 経営局経営政策課課長補佐
平成24年 中国四国農政局統計部調整課長
平成28年 大臣官房統計部経営・構造統計課（総括）
平成30年 北陸農政局地方参事官（福井県担当）
令和   2 年 現職

Career
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新規採用者　採用実績 １年目職員の座談会

　統計部では平成 28 年度以降、統計の専門的知識を身につけた職員を育成するために、
独自の採用枠で採用活動を行っております。

　令和 2 年度入省の４名から業務内容や入省のきっかけ、職場の雰囲気を
ききました。

業務の内容は？
吉田　私が所属する農林業センサス統計第 1 班では、全国の農林業者を対象として全数で行う農林業センサスの調査を担当し
ています。私は主に農林業センサスにかかる問い合わせ対応やデータ提供の際の数値の確認をしています。
山田　私の所属している会計班では来年度の予算要求、今年度の予算と用度の管理・執行、決算関係や会計検査への対応
を主な業務としています。担当の予算業務では予算編成から成立まで予算課や財務省への対応。要求予算の資料確認・作成。
今年度予算の地方配分等を主な業務としております。また、予算課や財務省とのヒアリングや資料提供依頼など、統計部
の財政関係の窓口のような業務も行っております。
井田　私は生産流通消費統計課の解析班に所属しています。解析班は災害による農作物被害に関する統計や、水稲の作況
調査に使われる平年収量を取り扱っています。私は主に台風や病害虫による被害の発生時、地方から報告された農作物の
被害写真を省内に共有し、作物統計においては気象の概要欄等の編集をしています。
高橋　私の所属する統計システム運営班では、統計部が行っている統計調査で得られた結果を適確に入力・集計してデー
タ提供するため、実査を行う地方組織と集計を行う本省をオンラインで結んで利用する「農林水産統計システム」の管理
業務を行っています。その中で私は、システム内にある調査プログラムの開発・修正を円滑に行うため、関係者との連絡
調整が主な業務となっています。

入省の動機、きっかけは？
吉田　大学時代に開発経済学を専攻していたことから、統計部が行う海外への統計改善の取り組みに興味を持ち、入省を決め
ました。また、統計部の温かく優しい雰囲気に惹かれ、統計部で働きたいという気持ちが大きくなりました。
山田　元々祖父が漁師をしていたこともあり農林水産省に興味を持ちました。就職活動中に多くの官庁等の説明会や座談
会に参加させていただきましたが、農林水産省の柔らかくて暖かい雰囲気でここで働きたいと感じたからです。先輩職員
が楽しそうに仕事の話をしており、「こんなに楽しそうに仕事の話を自分もできる人になりたい。」と憧れを持ったのを今
でも鮮明に覚えています。（笑）
井田　私は大学で農学部に所属していました。専攻は農場や圃場に出て作業をするような分野ではありませんでしたが、
農業に間接的に携わり、役立つことの面白さを感じました。農業統計も同じく、農業や農家さんに直接的に関わることは
少ないですが、日本の農政の現在・過去・未来を可視化するツールとしての役割を担っています。そのような点に魅力を
感じ統計部を志願しました。
高橋　農業が盛んな地域出身なので、農業にかかわる仕事をしたいと考えていたことがきっかけです。その中で農林水産
省の説明会に参加したところ統計部採用のことを知り、統計について学んでいたこともあり、より力になれるのではと考
え志望しました。

吉田　遥夏
統計部センサス統計室センサス統計第 2係

山田　竜汰
統計部管理課予算係

農水省統計部のイメージ、雰囲気は？
吉田　説明会の時に感じた温かく優しい雰囲気は入省後も変わりません。農林業についても統計についても深い知識はありま
せんが、優しく教えていただけるので安心して働くことができます。
山田　入省前は温和な職員が多いイメージでした。入省後もそのイメージは変わらなかったですが明るく接してくれる人
が多く若手職員がのびのびと育つ環境だなと感じています。わからないことがあった際には、誰に聞いても丁寧に教えて
くれ横にも縦にもコミュニケーションがとれている職場だと感じます。
井田　入省前の説明会を通して、統計部は落ち着いた、穏やかな人たちが多いという印象を受けました。入省後に分かっ
たことは、意外と賑やかで、明るい雰囲気もある職場だということです。特に年の近い先輩方との距離が近く、相談に乗っ
ていただいたり、業務時間外も一緒に過ごすことが多いです。
高橋　入省前は漠然と話しやすい人が多いなと思っていました。入省後もそのイメージは変わらず、業務を行う中で分か
らないことがあった時もすぐに聞くことができるので、とても雰囲気の良い職場だと思います。

学生の皆さんへ今伝えたいこと、就活中にやっておいた方が良いことは？
吉田　私は農林水産省秘書課の採用説明会に参加した後、何気なく統計部の説明会に参加し、｢ここで働きたい｣と直感的に思いました。とりあえず色々な職場の話を聞い
てみると、新しい発見があるかもしれません。皆さん自身が納得できる就職先に決まることを応援しています。
山田　就活は一人で悩まずに友達や教授と相談をしながら悔いの無い職場選びをして欲しいです。
とても忙しく大変な時期だと思いますが、最後まであきらめずに頑張ってください。学生生活を最後まで楽しんで下さい！
井田　就職活動の方法にはこれといった正解がなく、悩んだり、迷ったりすることが多いと思います。身の回りの家族や友人、先輩などに話を聞いてもらいつつ、
自分なりの正解を導き出せると良いと思います。社会人になった自分を想像したり、就活後の楽しみなことをモチベーションに頑張ってください。
高橋　就活中はとても忙しいと思いますが、後悔のない就職のため様々な説明会に参加することが大切だと思います。色々見聞きする中で、統計部に興味を持って
いただけたら幸いです。

余暇の過ごし方は？
吉田　統計部は休暇を取りやすい雰囲気があり、残業時間の削減にも取り組んでいます。そのため、休暇を取得し、よく旅行
に行きます。休日に同期と山登りや釣りに行くこともあります。平日は週 1回、仕事終わりにダンススクールに通っています。
山田　休日は家でゴロゴロする日もあれば、同期とお酒を飲みに行くこともあります。（今はコロナのため自粛中ですが、、、
笑）コロナが落ち着いた際には、長期休暇を利用して海外旅行に行きたいです。
井田　週末は、買い物やドライブに出かけることが多いです。また、長期間の休みや連休には旅行に出かけることもあり
ました。職場の同期とご飯に行くこともあります。
高橋　一人で近場を散歩したり、家でゆったり過ごしたりすることが多いです。普段の業務で人と関わることが多いので、
その分一人でいる時間を作るようにしています。

井田　玲菜
統計部生産流通消費統計課生育情報係

高橋　一穂
統計部統計企画管理官付統計
統計システム計画係

R2 年度新規採用者　15 名

※R3 は、内定者数

採用実績（試験区分別）

※令和 3年１月 1日時点の職員数

統計部男女別割合

在籍者数
238 人

女性
75 人

男性
163 人

採用実績（H28～R3）の男女別割合

若手
職員数 67 人

女性
32 人

男性
35 人

試験区分 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3

一般職事務系
（大卒程度）　

行政 2 12 14 6 10 14

農学 - - - - 3 1

一般職技術系
（大卒程度）　

化学 - - - - 1 2

電気・電子・情報 - - - - 1 1

合計 2 12 14 6 15 18
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１年目職員の座談会

１年目職員１日　　

平成31年度入省の４名から業務内容や入省のきっかけ、
職場の雰囲気をききました。

鈴木　花絵
統計部統計企画管理官統計編さん第２係長

小島　彩
統計部経営・構造統計課
畜産物生産費統計第１係

河合  優希
統計部消費統計室
畜産物市況情報係

現在の業務の内容
　畜産物生産費統計班は牛乳、肉用牛、豚の生産に
かかるコストを調査して公表しています。
　私の業務は豚の取りまとめのほか、説明資料作成
用のデータの収集や他部署からの作業依頼対応、　
牛個体識別情報の地方還元などを行っています。

入省前後の農水省統計部のイメージ、雰囲気
　机に向かって黙々と統計を作成するイメージでし
たが、統計調査へ新技術導入に向けた出張や作成し
た統計資料の議員配付など思っていた以上に外に出
るお仕事も経験することができました。

現在の業務の内容
　私は消費統計室の流通動向第２班で働いていま
す。私の係では牛や豚、食鳥、鶏卵といった畜産物
の取引量や卸売価格などの流通の動向を調査してお
り、私の主な業務は地方組織からの報告を取りまと
め、公表資料を作成することです。

余暇の過ごし方
　家の近所を散歩したり、ランニン
グしたりします。家ではのんびりと
過ごすことがほとんどです。
　頻度は低めですが、ちょっと贅沢
なものを食べに行ったりもします。
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9:20　出勤
メールのチェックや、その日の
業務内容を確認・整理します。

12

6

39
210

111

57
48
10:00　データの集計・出力
地方組織から報告された農家
のデータをシステムを用いて
集計し、数値に間違いが無い
か確認するために紙に出力し
ます。
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12:00　昼食

お昼は部屋を出てお弁当
や他省庁の食堂、キッチ
ンカーなど様々なスタイ
ルで楽しんでいます。12
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14:00　統計表のチェック
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9:20　出勤
メールのチェックや、その日の業務内容を確認・整理します。

13:00　公表資料の作成
エクセルなどを用いてデータ
をまとめ、公表する資料を作
成します。
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10:00　地方組織からの報告データの確認、照会

地方組織から報告されたデータの内容を確認し、班の方と話し合
います。気になる点があれば担当者に確認します。
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12:00　昼食

省内の食堂を利用するこ
とが多いですが、他省庁
の食堂を利用したり、外
に食べに行ったりするこ
ともあります。先輩と
ご飯を食べに行くこと
もあります。
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15:00　数値等の確認
作成した資料の数値などが間違っていないか確認します。見逃す
ことがないように必ず複数人の目で慎重に確認します。
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18:20　退庁
若手職員で飲みに行くこともあります。プライベートな話だけで
なく、仕事の話も聞ける良い機会です。
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18:20　退庁
お仕事に区切りがつき次第、翌日の業務内容を確認して帰宅します。
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16:30　説明用資料の更新
公表に向けて行う説明用の資料を必要に応じて作成します。
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学生の皆さんへ
　公務員に関わらず、就職や進学
に向けて活動しているまわりの人
たちとよくお話することです。
　誰かと話すことで励まし合えた
り、自分のやりたいことや就活に
対する考えがよりはっきりとしま
した。

学生の皆さんへ
　勉強なども大変だとは思います
が、多くの説明会に足を運んでみ
ることをおすすめします。実際に
働いている方々から話を聞くこと
ができるので貴重な機会になると
思います。就職活動は不安になる
こともあると思いますが、将来、
自分が働いている姿をイメージし
て、悔いのないような職場選びが
できるように頑張ってください。

入省の動機、きっかけ
　大学で学んだ食や農業に関わるお仕事がしたいと思い、様々な説
明会に参加していたところ、統計部の説明会で統計は政策の立案な
どに用いられる縁の下の力持ちだと伺いました。教科書に載る値か
ら農家を営む方への補助金までたくさんの角度から食や農業に関わ
ることができると思い、入省を決めました。

入省の動機、きっかけ
　大学では理系の分野を勉強していたこともあり、数値を扱うこと
が好きだったので統計に興味を持ちました。また、生活に欠かせな
い「食」と密接に関連する農林水産分野の仕事はやりがいのある仕
事だと感じました。

余暇の過ごし方
　休みの日は仲の良い友達と遊びに
行って過ごすことが多いです。野球が
好きなので、観戦しに行ったりバッティ
ングセンターに行ったりしてリフレッ
シュをすることもあります。

入省前後の農水省統計部のイメージ、雰囲気
　入省する前から説明会を通して温かい雰囲気の職場
だという印象を持っていましたが、入省した後もその
イメージは変わっていません。わからないことがあれ
ば気軽に相談できるような環境が整っていると思いま
す。

びに
球が
ティ
レッ

27 28

１
年
目
職
員
１
日　
　

１
年
目
職
員
１
日　
　



新人紹介
P.25-28

他部局
P.22

　職員の資質向上と職務上必要な知識や技術の取得を目的として、実効性のある研修を実施しています。研修には、
農林水産省が実施する研修をはじめ、統計部が実施する研修、総務省が実施する研修など、それぞれの職務・役割を
適切に行えるよう様々な研修があります
　統計業務に関する知識に加え、A) 農林水産業及び関連施策、B) 統計理論、C) 情報リテラシー、D) 国際関係、E) マネ
ジメント能力（統計調査員管理）の専門知識を備えた人材の育成についても、複数の育成ルートを設定することによ
り長期的・戦略的に行っていきます。。

階層別
研修

課長補佐
フォローアップ研修 管理者研修係長フォローアップ研修

課長補佐等養成研修

新規採用研修
実践的研修（法令制度、予算業務、国会対応、報道業務）
農村研修
係長養成研修

Word/Excel
研修英会話研修

農林水産統計専門職員研修
・統計調査実務コース
・管理者コース

農林水産統計能力養成研修
・EBPMに係るデータ分析等セミナー
・EBPMに係る実務でのデータ利活用の促進等

係員　　　　　　　              　　 係長　 課長補佐 管理者

文部科学省認定現代統計  実務講座（通信講座）

総務省研修（統計研修、情報システム研修）
実務
研修

キャリアパス・研修制度

係員

係長

課長補佐

本省及び
地方農政局の
管理職

1～7年目

8～20 年目

20 年目以降

政策部局

農政局統計部

管理職
・本省課室長
・地方農政局統計部長 等

・海外派遣
  （FAO等）
・他省庁

データサイエンティ  スト育成研修

課室紹介
P.15-20

海外
P.22

農政局
P.21

管理職
P.24
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